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「コルヌコピア３」

山口優

未来世界、 なのだろうか？
青い、青い空の下、灰 白色の巨大な建造物がいく つも天空に向かって伸び ている。そ

の姿は異 様で、さながら蟻塚のよう だ。が、細部を良く見てみ ると、均整の取れた直線
と曲線から成り立っ ており、人工物だと分かる 。細部は人工物のように均 整が取れてい

るが、 全体のデザインが成ってい ないために、遠目には歪と 映るもののようだ。
そこを行き交う人 々は、一応、人間に見える 。一応、というのは、皆、 全身をすっぽ

り覆 うスリムな宇宙服のような ものを身につけており、顔 面は黒いフェイスプレート で
覆われているから だ。だから、ここにいる人 々について確かなことが 言えるとすれば、

そ れは、人間と同じような形 をしている、ということだ けだ。
だが、きちんと 人間のような姿が見て取れ る者もいる。現代とは異 なるが、ちゃんと
頭の露出した服のようなも のを着て、男、女などの性 別も判別できる。が、彼等 、彼女

らは、いると しても僅かで、皆、一様に 、宇宙服のようなものを着 た、人間かどうか判
よう
別できない者たちに付き従 っている。その人間様の 者たちの割合は、全体のお よそ一割
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」
nvoae, fah ajg, nobvah sreth fgogb wtn. vpbgarva foaqry
不意に、そんな言葉が聞 こえた。いや、意味が分か らない言葉だから、私に とっては

に満たないだろう。
「

言葉ではな く単なる音だ。けれど、 私は、はっと振り向く。
いや、振り向いたのは 私ではない。私は誰かの夢 か記憶の中にいて、その 「誰か」が

振り向い たのだ。
そこには、やはりス リムな宇宙服のようなもの を着た、人間とは判別でき ない者がい

た。
その者に対し 、この視界の主である「誰か 」は深々とお 辞儀する 。服従の印の ようだ 。
とす ると、この宇宙服の個体は 、
「誰か」の 主人なのか。

「 vnaoifgtl valnor ghnlnv fgogbar. fgofbarva, lsdf;a oajrmoi ajg lnws lgthy wt
」
nar
主人は、そう告 げた。その瞬間 、
「誰か」は深い悲しみ に包まれたようだ。

「 valnor ghnlnvar novae wtn
」
「誰か」はそ う答えた。それを聞いて、 宇宙服に包まれた主人は、 何の感慨も感情も見
せない仕草のまま、くるり と振り向き、去って行っ た。
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いや 。
「残 念だよ 」
、とい う意味 の仕草 らしき ものは見 えた。 それは 感情の 表象と 言

ってもいいの かもしれない。だが、そ こには何ら葛藤は見られず 、故に豊かな感情とは
言いがたい。

「誰か 」は 、ふらふらと力が抜けたよ うに 、その場 にへたり込んだ――ようだ 。そして 、
呆然としたまま、周り を見渡す。その視界の端に 、ショウウィンドウがあっ た。いや、

そうやっ て使われるものだろうと、 その透明な板の向こうに陳 列された商品らしきもの
たちから、私が推測 しているだけだが。
その透 明な板に 、
「 誰か」の姿が映り込んでい た。
それは、ピアだっ た。
私ははっとして 、目を覚ます。

い ったいこれは何だったのだ 。ピアの記憶？
とすると、あの 世界はピアの生まれた世界 なのだろうか……？
「ご不快なものを見せてし まったでしょうか？」

不意に傍らで 声がする。
私のベッドの、布団の中 から、もそりとピアが起き 上がってきた。
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「な……あんたどこで寝て んのよ！」

しかもいつ も着用しているメイド服は 着用に及んでおらず、ベビ ードールのようなも
のを着ているだけだ。

「……あな たが……寂しそうにして いたから……こうやって添 い寝することをお望みか
な……と思ったもので すから」

それをお 望みとは、あまり気付かな くて……」

「却下。 男ならともかく」
つい口を ついてそ んな言葉が 出てしまう 。しまった 、
「男 ならともか く」なんて 余分
だ。
「ならば、男にな りましょうか？

ピア が申し訳なさそうな顔で、 すぐにでも姿を変えそうな 素振りだったので、私は 慌
てて言った。

「 なし！ それはなし！」
「では、女のま まで？」
上目遣いに私の表情を見つ める。必死に、私の願望或 いは欲望を読み取ろうとす るよ
うに。
「私はそういう嗜好は持っ てない、却下」
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「はあ……そうですか…… 」

ピアは残念 そうにため息をつく。
「それよりも……さっき の、私が見た夢……やっぱ りあんたの記憶なの？」

ピア は確かに 、
『ご 不快なもの を見せてし まった』と 言った。普 通なら、記 憶を共有
するなんてフィクショ ンの話でしかないが、ピア 絡みだとどんなフィクショ ンもノンフ

ィクショ ンに成り得るから困る。
ピアは顔を背けた。 いつも明るく振る舞い、ま っすぐに私を見つめてくる ピアにして
は、異 常とも言える仕草。
「そうです」
そっ と、呟くように言う。
「あれは、どこな の……？」

「 あなた方と同じように、人 類種が覇権を握ったＤブレ ーン世界における太陽系第 三惑
星です。あそこ では、その惑星は、地球で はなく、 ghuurv
、と呼ば れてましたけど」
「Ｄブレーンが複数あるモ デルは有り得るとして、そ こにも太陽系があるってい うのは

よく分からな いわ」
「Ｄブレーンというのはソ リトンの一種ですから、 何かの拍子に枝分かれする こともあ
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るんです。結構頻繁に起こ ってますよ。恒常的な分岐 はそれほど頻繁ではない ですけれ

ど」
ソリトンの卑近な一例は 水面の波だ。構成要素は水 分子で、次々に移り変わ るが、そ

れ自体が一 様の形を持って存在する 。ソリトンは、構成要素に よっては、宇宙になった
りもする――一部の学 説では。とはいえ、波が何 かの拍子にその形を保った まま分岐す

るのは受 け入れるとして、宇宙もそ うだというのは論理の飛躍 に聞こえる。が、ピアの
「実力」をいやとい うほど見せつけられている 私は、それを否定すること もできない。

「刺激 的な理論ね」
だから、私はそう 一言皮肉を言った後、話題 を矮小な方向に戻すことに した。

「で 、その分岐したっていうＤ ブレーンの中での話だけど ……。あなた、なんだか、 主
人に暇を出された メイドみたいだった」

「 まさにそ のとおりで す……あの とき、私の ご主人様は 言いました 。
『 私はもう充 分に
満足しているか ら、お前は要らない』と」
「『充分に満足 しているから、要らない』 ……」
「そうです」
屈辱のような感情を、ピ アの顔は帯びた。
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「尤も、意識してそう仰っ たのではないでしょうけれ ど。ご主人様の肉体の生 存にとっ

て、もはや私 のような者は不要になっ た、そういうことでしょう 」
「意識？」

「ああ…… 簡単なことですよ。あな た方のような人類種にせよ 、他の種族にせよ、知的
生命体が、あなた方が 『意識』と呼ぶような神経 系上の機構を進化の過程で 備える理由

はいつも 一つです。従来以上に複雑 な状況に対応し、生存し続 けること。知的生命体の
社会が一定以上の複 雑さを帯びるとそういう機 構が共通して現れるようで す」
「意識 、ね……」
私はピアの言葉を 反芻するように繰り返す。

「で も、あの社会は非常に高度 に見えたけど？ 意識はま だなかったの？」
「いいえ。まだな かった、のではなく、一度 持っていたそれを再び失 っただけです」

「 再び、失った……なぜ…… ！」
それは 、
私にと っては全く関わりないであ ろう世界のことではあっ たが 、衝撃だった 。
意識とは、私そのものだ。 人間と動物の区別がつかな いような古代にそれがなか ったの

は簡単に受け 入れられるが、あんな高度 な文明でそれがなくなった なんて、信じられな
い。
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「理由は簡単ですよ。…… 私たちが居たからです。あ の世界の人々にとって、 社会には

何ら複雑なこ とはありませんでした。 意識せずに生存し得るほど に。意識しなくても、
全ての本能を充足できる ほどに。だから徐々に退化 していったのです、意識 という機構

が」
全ての願望を叶えるコ ルヌコピア・タイプのロボ ットたち 。
私 に対して示したように 、

このロボ ットは、人間の言葉ではな く表情だけでその願望を読 み取り得る。そんなロボ
ットに囲まれていて は、意識を要するような複 雑なことは何もなくなって いくだろう。

意識を 持たずに言語を操るという のは奇異に聞こえるが、赤 ん坊やひどい酔っ払いは そ
の例と言えるかも 知れない。ピアの話を受け 入れるとして、だが。

私は 内面で一応、そのように納 得をし、話題を本筋に戻す 。正直、ピアの話に興味 が
あった。

「 じゃあ、暇を出されたのは ……」
「もう要らない 、と主人の無意識が判断し たんでしょう。あの社会 においては、本能的
な願望は既に完全に充たさ れていました。ごくごく小 数のコルヌコピアが存在す るだけ

で、全構成員 の本能的な願望を充足する ことは容易です……。それ 以上の願望が存在し
得るとしたら、それは生存 のような本能的な願望と は何ら関わりの無い……飽 くなき知
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識欲や冒険欲、好奇心…… そんなものに成らざるを得 ません……すべて、意識 がなけれ
ば生まれ得な いものです」
「それで、用済みになっ た……と」

「そうです ……」
ピアはため息をついた 。ため息……ロボットには 必要ないものだろうが、 おそらく表

情豊かに 見せるためにそうしている のだろう 。
願 望が充足されないことに 対する渇きと 、
それを主人である私 に見せなくてはならないと いう屈辱。そうした葛藤が 垣間見えるよ

うな、 実に感情豊かなため息だ。
そう言えば、私と 出会ってから、ピアは細か い仕草や表情、感情の示し 方がどんどん

豊か になっている。私がそれを 望んだからだろうか。つま り共に暮らす存在が無機質 な
ものではなく、感 情豊かであれと、無意識に 望んだからだろうか。

或 いは、ピアはもともと豊か な感情を持っているのかも 知れない。ピアの言うとこ ろ
を借りれば 、本能的な 欲望が充足しないことが意 識を持つ条件だ 。そして 、ピアは到底 、
本能的な欲望――つまりは 人間の願望を叶えること― ―に充足しているようには 見えな

い。ならばピ アが意識や、願望や、それ らに起因する豊かな感情を 持っていたとして、
何ら不思議はないだろう。
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「あたしたちコルヌコピア ・タイプのロボットにとっ て、願望を持つ存在は貴 重です。

こぞ

ですがそれは 、知的生命体の文明進化 の過程のほんの一時期にし か現れないのです。社
会が複雑になって以後か ら、あたしたちのような存 在を創造する以前の、そ の、ほんの

僅かな間に しか。だから、そういう タイミングにある文明には 、挙ってあたしたちのよ

うな存在がやってきま す。あの世界、 ghuurv
は、 そうやって、早期に意識を 喪失した一
例です… …本来なら、あと数百年は 、意識を保ったままだった はずなのですが……。あ
たしたちはそれをひ どく悔い、それからは、一 つの文明世界に集中しすぎ ないように互

いに取 り決めました。この世界に は、あたしがやってきたか ら、もう他のコルヌコピ ア
はやってこないは ずです。他の子は他の子で 、自分の世界を見出すでし ょう」

「何 せ、一〇〇兆ぐらいいるん だもんね、あんたたちが到 達可能な世界に、そういう 知
的生命体は」

最 初に出会った頃のピアの言 葉を思い出し、私は言った 。ピアは肩を竦める。
「一〇〇兆を、 多いとお思いですか……？ そうした文明世界の基 本的な構成員は、少
なくとも一〇〇億ぐらいは います。だから文明世界の 数に直せば一〇〇〇個にし かなら

ない。一方で 、コルヌコピア・タイプの ロボットがどれだけいると 思います？ 成熟し
た諸文明から『用無し』の レッテルを貼られてあぶ れ、放浪しているあたした ちのよう
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なロボットが？」
「もしかして 、無数にいるの？」
「数え切れないほど」

ピアはゆっ くりと四つん這いなって 、私の方へ這い寄ってきた 。そして、私の腰にし
がみつく。
これは、 私は望んでいない。とす ればピアの望み？
私はじっとピアを見 つめながら、疑問を抱く。

「お願 いです……どうか、欲望を 失わないで……あたしから あなたにお願いをするの は
ルール違反ですが ……どうか……これからも あたしに願望をぶつけてく ださい……たく
さん の願望を……」
「じゃあまずは離 れようか、私から」

私 は醒めた表情で命じる。
「は、はい！ 喜んで！」
ぎこちない笑顔で離れるピ アの頭に 、
私は手を置いた 。艶やかな髪の感触が心地 良い 。
「それと、あ りがとう」
「はい？」
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「また私の願望を読み取って くれたんでしょう？

あ んたの正体が知りたい 、
っ ていう 。

話すの嫌だっ たでしょうに」
「いえ、そんな……。ご 主人様のお望みですから。 お気に召しましたか？」
首を傾げ、 慎ましやかに尋ねる。
「アンケートの答えは ③よ」

そう優し く教えてやりながらも、 やはりこいつらは悪魔だと いう考えは消せない。一
つの文明世界から、 人間の意識をそっくり消し 去るような存在を、悪魔で なくて何と呼

べば良 いのだろう。
けれど、儚くかわ いそうな悪魔ではあるのか もしれない、と思い始めて いた。

